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このたびは、MSxi「沙羅曼蛇」をおAいiめいだだき、ありがとでございます。このMSX 

版「沙羅曼蛇」では、アーケード版をベースに、MSX独自のシナリオとアイデアを十二分に盛り 

込んだ、非常に完成度の高い商品となっています。 

MSX版「沙羅曼蛇」はここが違〇のです/ 

1. フルチスクロール 
「ヴラディウス」シU—スでは実現しなかっだ、上下左右方向へのスクロールが実镜しました。 

2. マルチエンディング 
神秘の予言書「炎の予言」によって示される平和なる未来をつかむだめには、ヒット!^「グ 

ラデイウス2」が大きな役割を果だします。「グラディウス2」を一緒に使用することでエンデ 

イングが変化するマルチエンデイングでゲームの楽しみを倍加させました。 

3.マルチプレイ 
ひとり ふたり こうたい ふたり どうじ オーケー ひと 

1人フレイや2人の交代フレイはもちろんのこと、2人の同時フレイも〇《。さらには、1 

人フレイの時に>人同時フレイへの変更も簡単に出来るといラ、充実したマルチフレイが楽 

しめます。 

4. 驚異の4オプション 
MSXの限界を、超越しだ4体のオフションが装備できます。 

5. 最高の5ュージックアレンジ 
「ヴラディウス2」でド肝をぬいだ“SCC”を搭載し、14曲の音楽と46種類もの臨場感溢れ 

る効果音が、あなだを包み込みます。 

6. タクティカルな戦略モード 
敵の配備状況を、ナビゲーション.コンピュータを使って分析し、戦うステージをM達する 

とい〇、タクティカルなゲーム進行が楽しめます。 

7. 充実のスI-一U—デモ 

緊迫のグラフイカル.デモンストレーシヨンが、充実しだストーリーをさらに効果的に襄笛 

しよ9 〇 
だいはくりよく ちようどきゆうきよだいせんかん 

8.大迫力の超弩級巨大戦艦 
—画面内には到底収まらない、常識を越えだ超弩級とも言ろべき_大ボスMがあなだを_ち 

受けています。 

••…そして、MSX「沙羅曼蛇」を施i援してくれだあなだに、もれなく、 

“オリジナル•テレホンカード”をフレゼント.グ 
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よ げん うんめい れき し 

予言された運命の歴史 

ゎが故郷、ラティスk惑i_。笙からii2竿芳犖の1¢をiするテスラ紫題裔 
なかいち わくせいぐん わくせいぐん わくせい ちゆうしん わくせいこうせい 

の中に位置する惑星群だ。この惑星群は、惑星ラテイスを中心に4つの惑星で構成されて 
かくわくせい な' 

おり、各惑星にはアイネアス、ラウイニア、キルケ、オデュツセウスの名がある。 
けいわせいぐんぶんめいほし れきし ぶんめいこうりゆう かたち 

ラテイス系惑星群は文明の星であり、その歴史は、ラテイス文明の興隆とともに形づ 

<られてきだ。ラティス文明は大きく 2つに分類される。そのひとつは約1億年箭に歸っ 
こだい ぶんめい 

だ古代ラティス文明である。 
Y $•い ぶんめい たく りよう せいかつぶんめい ぶんかてき ひじよう こうど 

古代ラティス文明はIJークバワーを巧みに利用した生活文明で、文化的に非常に高度 
ぶ//めい こだい じん あらそ きら きよくど じこせいぎよのうりよく も 

な文明であつだ。古代ラテイス人は争いごとを嫌い、極度の自己制御能力を持っていた。 

なぜなら、彼らの持つサイコパワーは、あまりに強力すぎて、ひとだび戦争が起きると 
•うちゆう はめつ ちよつけつ かれ じしん じゅくち 

宇宙の破滅に直結することを彼ら自身が熟知していたからである。 

織ラティス纖が避した釀の驗は、满讁が綠するに.、雜の錯 

放射線がラテイスに照射されだことによる。この時、彼らが宇宙放fcf線に耐えきれなか 
てと 1；こせいぎよ ていか げんいん かんが 

つだのも徹底した自己制御によるリークパワーの低下が原因のひとつであると考えられ 

ている。 

古代ラティス人が使用したリークパワーは蒙、备リークバワーとiわれ、のliiが 

実用化しているリークノtワーとは根本的に異なる。その；/彳ワーは私達の想像を績するも 

のであつだと聞いている。 

原始ijークパワーに関しては、私達よりも惑星ヴラディウスにおいて特に研究が進ん 

でいる。これは、惑星ヴラディウスのu_ク人を中心とする研究グループによるものだ 

が、それというのも、実は惑星ヴラディウスのリーク人の祖先は古代ラテイス人と同一 

種族から派生しだものとされているからである。 

S 
私の兄は、惑星グラディウス帝国宇宙考古学研究所の所長•ヴァン=イアンドロス= 

フレー1J一である。私はその兄から、古代ラティス文明の遺産のひとつに「炎の予言J 

があるといろのを聞いている。 

古代ラティス人は1 Jークバワーを利用して、未来の予言を行つだ。予言は極めて神聖 

な儀式として日食の日（1万年に1回あつだ）に地下祭場にて行われた。彼らは1億年先の 

ことがらまで予言する能力があつだと言われている。 



iら吉筏ラティスaは、自分達の？i、つまり私達の滅亡を秦誓してしまった。《ら 

は「炎の予言•序章」に次のよ^に記している。 

われらは赤き太陽の永遠に沈みし時から 

やがて滅びゆく運命と知りしものなり。 

われらはわれらの子孫を救ろだめわれらの見ろる 

来だるべき世索の予言を行ろものなり。 

そして今、その予言の時がやってきだのだ。 

惑星ラティスを取り巻<4惑星は、“沙羅曼蛇”と呼ばれる謎の艦隊によって攻撃され 

だ。彼らは惑星オデュツセウスに拠点要塞を置き、わが故郷、惑星ラティスをも制圧し 

だ。私達は、輸送中継ステーションZOTに退避した。しかし、間もな<ここも攻撃を受 

ける事だろろ。 

『私達は、このまま滅亡の時をむかえるのでしようか……。』 



3 
liは、惑星ヴラディウス帝国宇宙考古学研究所所長•ヴァンニイアンド□ス=フレー 

リーである。いま、惑星ラティスに残したわが弟から最期の便りが届いた。 

『今、私達は“予言”の時をむかえています。兄さんの教えて <れだ悪魔のようなあの 

“予言”は現実のものとして私達の眼前に迫りつつあります。これが最期になるかもし 

れません。私達は、このまま滅亡の時をむかえるのでしようか……。』 

私は、当初原始1jークバワー研究のために、単身惑星ヴラディウスへとやって来た。 

その後、私の興味は、近年発見された「炎の予言」の研究へと移行しだ。 

^炎の予言」は、最近私がまとめだ報告書のとおり、断片的にしか解明されていない。 

しかし、ヴエノム事件をはじめとする、6644年の「北十字戦」以降の異変は、まぎれも 

な<「炎の予言」が示唆していると断言できる。今が「炎の予言」によって予言されだ 

時代にかかっているとすれば、わが故郷ラティスの異変も、古代ラティス人と1J_ク人 

の関係も説明がつ< ではないか/ 

わが弟よ、故郷ラティスは救われるぞ。「炎の予言」は、“滅亡”ではなく、来たるべき 

“未来”を予言しているに違いない。 

今、運命ともいうべき「炎の予言」によって、新たな“歴史”が形づくられようとし 

ているのだ/ 



ラテイスの状锐 

ラテイス系惑星群は、惑星ラテイスを&りi<4惑星が制圧され、惑星ラテイスでは沙羅曼蛇軍 

によるゼロスフオースの発生により、惑星を宇宙放射線から守るオゾン層が破壊されている。ラ 

テイス人はU—ク人同様、宇宙放射線が照射される状況下では生存できない。このため、惑星ラ 

テイスのラテイス人は全滅の危機に瀕している。 



さく せんがいよう 

シード1Jーク作戦概要 

1. ラティス救出概要 

惑星ラティスとラティス人を救出するだめには、惑星周辺に充鵠するゼロスフオースのiMガ 

最重要課題である。惑星ラティスのsosを受信しだi星ヴラディウスのラース彳8每は、琴Sの 

ラティス救出にあだり「シードリーク法」の軍事利用を行ろことをミIめだ。 

「シード1」—ク法」は、惑星上の生命体を宇宙放射線から守るだめ、u_クバワーのにより 

議篁の关錢贫にだォゾンiを縫させることにょって得ぅ。提案この籠は、■の縫答 

惑星を改造し食糧フラント化するためにiいられてきだ。この芳Iをするのは琴iのラ 
きゆうしゆつ はじ こころ こんかい きゆうしゆつ さくせん り 

ティス救出が初めての試みである。今回、ラティス救出にあだってシードijーク作戦をとっだ理 

由は、ゼロスフオースの成分と除去方法が解明されだからである。 

ゼ□スフォースは、特殊塩素イオンを罜蕺券としだ、鐘/匕キュラフィーといろ凝滅でされ 

ている。纖券の顯■ィオンは好オゾンとMiさせることで_な_、っまりネオ続 

オゾンに変化させることができるのである。 

このシ_pj—ク法を利用して効率よ<ゼ□スフオースをするには、_議となるilラテ 

ィスか等位置にある周囲4力所にリークシステムを設置することか逼ましい。つまり1篁ラティ 

スが、システムの難Mを驗とする趟纖の®にあることか售貨であるゎけだ。しかし 

惑星ラティスSsに、iiiで欠I謎にu—クシステムiiステーションを1Sすることは茯芻 

を見る限り不可能である。 

そこで、惑星ラティスを取り巻<4つの惑星に1 Jークシステムの設置を彳夸〇。 

2. シードーク作戦 

今回のラティス救出作戦は、『シードU—ク作戦』と(Iぶ。 

この作戦の中で最矢の難関は、u—クシステムをiiする4ilがふii壶iのiEを臺けてい 

ることである。このため、惑星ラティスで危機に陥っているラティスズ:の簽3]もあわせ、残のよ 

ろなオペレーションによって作戦を遂行する。 

① オペレ-ション1(ステ-ジ1).議篁ラティスの驢ラティス欠毅茁 

② オペレーション2(ステージ2).救出したラティス人のZOTへの®§ 

③ オペレーション3(ステージ3、4、5)…惑星アイネアス、ラウィニア、キルケのふii螽iSi 

④ オペレーション4(ステージ6).惑星オデュツセウスの解Mおよび1」ークシステムの 
せっち さどう 

設置•作動 

詳細は行動指令書にて述べる。 
じゆうようこうもく 

3. 重要項目 
わくせい たたか うえ けっ わす 

惑星ラティスで戦ろ上で決して忘れてはならないキーワードがある。 

それは、「炎の予言」だ。作戦は戦闘だけで成功できろるものではない。懸篁ラティスに薩る「‘鍵 
よげん なぞ かいめい おお てだす げんざい かぃめい ほのお よげん 

の予言」の謎の解明が大きな手助けとなるであろろ。現在までに解明されている「炎の予言」に 

関する研究資料に注目し、参照されたい。 



こうどう し れいしよ 

行動指令書 

1•關 

テスラ系銀河•惑星群ラテイス5惑-の救出。5惑星とはラテイス、アイネアス、ラウイニア、キ 

ルケ、オデュツセウスを指す。 

2.作戦台動には装に宗すsオペレーションをにクリアしてSめるものとする。 

かいほうご せつち おこな しよう 

オデュツセウス解放後、LJ—クシステム設置を行い、すぐにU—クバワー照 

射を行うべし。我々に与えられた時間はわすかしかない。 



せいいき 

作戦星域（ステージ） 

「シード1」ーク作戦」の作戦行動を遂行する星域についての資料を次に示す。 

本資料作成以降に、沙羅曼蛇軍の軍備増強が行われている可能性があり、このため状況が変化し 

ている可能性があるので考慮されだい。 

1. 惑星ラテイス（戦略細胞ステージ） 
惑星ラテイス星#の中核をなす惑星。沙羅曼蛇軍の侵略以前は第 

二期ラテイス文明が栄華を誇っていだが、ゼロスフォースのだめ国 

民の大半は宇宙線病に冒されて死滅した。残された僅かのラテイス 

人も多<は傷つき、沙羅曼蛇軍ラテイス基地内に幽閉されている。 

2. アステ□イド•ベルト 
童ラテイスと安全星域を結ぶ航路上に位置する。沙羅曼蛇軍は、 

航蟲i鎖のだめアステロイドに強力な宇宙磁力を与え、天然の要塞 

iとした。 

3.IIアイネアス（&I灸fflステージ） 
惑星ラテイス星系の小惑星の一つ。かつて、古代ラテイス文明か' 

最も栄えた星としT記録されている。現在では、古代太陽爆発の傷 

f亦を残す切りだった岩盤壁がそそりたち昔の面影はない。沙羅曼蛇 

軍は、深い谷底に強大な秘密要塞を建造中である。 

4.IIラウィニア（メカノイドiiiAwステージ） 
ラウイニアには古代より豊富な鉱物資源が埋蔵されており、ラテ 

イス文明に大き<寄与した。しかし、沙羅曼蛇軍によって坑道はす 

ベて基地化され、メカノイド部隊を駐留させている。 

5.IIキルケ（iぎi笙篆法ステージ） 
かつてはラテイス星系の水資源確保のだめの重要惑星であっだ。 

しかし強力な宇宙放射線の照射により惑星は枯渴し、生命体は死滅 

しだ。現在はその形骸として、強力な磁場が至るところに点在し、 

その磁場周辺には亜空間生命体が存在する。さらにそれは、ゼ□ス 

フォースにより、死のアジゴクと化している。 

6.11ォデュッセウス 
ラテイス星系の中で最も外宇宙に近い惑星。古来よりラテイス人 

の聖地であっだ。沙羅曼蛇軍は、ここが資源調達に最も優れだ惑星 

との判断から、ラテイス星系攻略の最重要基地要-を建設した。 





ゲームの進め方 

1.基本的なゲームの1めB- 

① このゲームは1人まだは2人用です。 

② キーボードまたはジョイスティックか'使用できます。 

③ フレイモードは3種類あり、それぞれ次のようになつています。 

フレイヤー ひとりよう 

1 PLAYER.1入用 

EXCHANGE……2人用、交代フレイ 

DUALPLAY……2人用、同時フレイ 

④力ーソルキ_又はジョイステイックでフレイモードを選び、スペースキー又は卜りガボタンを 

押すとゲームがスタートします。 

⑮フレイヤーの持ち数は3機です。10万点ごとに1機増えます。 

◎ブレイや一は敵や敵の弾、地形に当だると爆発して1機失います。 

⑦フレイや一は次々と襲って<る敵との攻撃をかわし、ステージを進めます。ボスを倒すとステ 
ージクI」アです。 

⑬フレイヤーの攻撃方法は、ノ彳ワーカフセルを取り/ \°ワーアップすることによって変化します。 

ノ \°ワーカフセルは赤い敵や、編隊でやって<る敵を全て破壊すると出現します。 

@フレイヤーは特殊兵器を手にいれて使用する事ができます。特殊兵器は、エネルギーポッドを 

破壊したあとに放出されるエネルギーカフセルを15個取るごとに1種類ずつ磨えます。 

⑩ゲームのポーズは| F1ぐ|キーで行います。 

⑪ゲーZ_iのコンテイニューはF5 Iキ—で行し\ます。ゲームオーバー音楽が流れている_にj F51 

キーを押して下さい。 

⑫ノ \イスコアはゲームオーノ X—画面に表示されます。 

⑬1人フレイまだは2人交代フレイ（EXCHANGE)の時、途中参加モードで2人同時フレイに 

する事ができます。ゲーム中にrpTIキーをおしてポーズをかけだ後、[JFglキーを押すと 

“途中参加セレクト画面”がでます。丫ES/NOのいすれかを選択しだ後、I奶祕Iキーを 

押して下さい。このとき、フレイや一2の持ち数は3機となります。 



さくせんこうどう すす かた 

2.作戦行動の進め方- 

①ゲームのステージ構成は下囡のよろになつています。 

オペレーション3 

② オペレーション1(ステージ1)では、惑星ラティスの残留ラティス人の救！！)をおこないます。 

③ オペレーション2 (ステージ2)では、救助したラティス人を宇宙ステーションZOTへと輸Mし 

ます。 

④ オペレーション3 (ステージ3〜5)は、戦略ステージです。ここではステージが義较できます。 

オペレーション3におけるステージの選択は、一定の時間内'に行います。画面下に4ステージの 

敵の配備状況がd佘されますので、このSiをもとにi鉍するステージを装達します。に 

時間をかけていると、敵がどんどん配備を進めて、ゲームの難易度がアップしてきます。礙 

ステージについては彳8ページを参照） 

©オペレーション3の全ステージをクijアすると、ゲームはいよいよ最終オペレーション4 (ステ 

—ジ6)へと入って行きます。ここで「グラディウス2」をあらかじめス□ット2に入しておく 

と最終オペレーションの前に謎のステージ、オペレーション3+が増えます。この見えざる謎の 

ステージが、惑星ラティス救出のだめの大きな鍵をにぎっています。 
お よIfA, にゆうしゆ 

① 全ステージのどこかに「炎の予言」か'隠されています。これは敵を倒すだめの重Mなヒントを 

与えて <れます。 

② 「袋の猶」を驗するには、客ステ-ジのどこかに■された織ラティス；の齡AMに 

入らなければなりません。地下遺跡への入□は、ゲームをするたびに変わります。連意深 

して下さい。 

③ 「炎の予言jが手に入ると、画面にその内舊がd糸されます。 

④ 「袋の秦i」は層誓〜議6誓まであるとされてぉり、難、屢_と業1峯はすでに籠されてぃ 

ます。（「！の予言」については、20〜21ページを参照） 

4.ボス敵との対戦一-- 

ボス敵を倒すには、シールドバーを保護する防御逢をはすさなければなつません。騎鶴iはい 

<つかある核のラち1つを破壊することではすれますが、どの核を破壊すればよいかはゲームを 

するだびに変わりますので注意して下さい。（「炎の予言」が手掛かりになることでしょ^。） 



がめんこ1せy 

画面構成 

=「沙羅曼蛇」と「グラディウス2」の関係は……I :.…: 

このMSX「沙羅曼蛇」のストーU—は、「グラディウス2」（昭和62年夏発売）の 

開発スタート時にすでに設定されており、スI-一U—上では「ヴラディウス2」は 

「沙羅曼蛇」のフ□ローグに位置づけされている。「沙羅曼蛇」における最大のワ 

ルは実は「ヴエノムjである。「ヴエノム」を倒さすして「沙羅曼蛇jは完結しな 

い。その「ヴエノムjはというと、これが「ヴラディウス2」の中にいるのである/ 

「ゲームの進め方2-©」で記載されているとおり「グラディウス2」をス□ット2 

にさしてゲームをすると、その結末に変化が現われるのはそのだめだ。 



きほんそうさ 

1.基本操作 

そう さ ほうほう 

操作方法 

キーボード ジ3イスティツク 

フレイや一1 フレイヤー2 フレイや一1 フレイや一2 

いどう 

移動 0 0 

E 

[M [F] 

E 

卜 A) 
上下左右レバー 

d卜巳） 
上下左右レバー 

シ3ツト rス—ベ—"xi [SHIFT 1 卜UガーA 卜1」ガーA 

パワーアップ 回圆 1 CTRし 1 卜1」ガー巳 卜1」ガーB 

ポース [H 固 —— . —— 

2.合体の時（2P同時プレイのみ） 
2P同時フレイ時にある条件が揃うと合体か'可能となります。（詳細はバワーアップの項参照）その 

場合の操作は次のよろにな10ます。 

じよう けん 

条 件 
やく わり 

役割 
そう さ 

操 作 

合体アイテムをとつだ方のフレイV— バイロット 8顯編 

他方のフレイや一 
くそうじゆうし 

副操縦士 シヨツト及びパワーアツフ 

3.途中参加 * 

1Pフレイまだは交代ブレイの時、ゲームの途中で2P同時フレイに変更できます。（ただし、2P同 

時フレイ時に1Pフレイへの変更はできません。） 

① キーでポーズをかける。 

② PF51キーで押して途中参加設定モードにする。 

③ 途中参加して2P同時プレイにする(丫 ES)か、しない(N0)か、@0キーで選択し、 

キーを押す。 

④ 本当に〇kならキーで決定する。 

⑮2P同時フレイのゲームがはじまる。 



パワーアップ 
ひようじゆんこうげきそうび 

1.標準攻撃装備- 

ゲームスタート時には、次の標準装備のパワーアップが用意されています。赤いバワーカフセ 

ルを取ると画面下の「ウエポンセレクトサイン」が変わり、いま取得できる武嘉か、義条されます。 

希望する「ウェポンセレクトサイン」が光つだらバワーアツフボタンを押して下さい。 

1 SPEED UP スピードアツフ。最高7段-まで可能。 

2 NORMAL BEAM 前方向へのシヨツトを強制的にノーマルビームに戻す。 

3 2WAY MISSILE 

2芳_ミサイル。は茲のとおつ。 

フレイや一の位置が画面の上(右)半分にある時—上(右)方向 

ノノ 画面の下(左)半分にある時—下(左)芳 

4 rippleTaser uング获レーザー。はないがMiSのiに葑し 

5 LASER M通另のあるレーザ ビ ハ。 

6 OPTION 
k撃可1なフレイヤーの券#。i关4法までSiが奇1。 

(2人同時フレイ時はIP、2P合わせて3体まで装着可能。） 

7 FORCE FIELD 敵の攻撃を10発まで耐えることができるノ \'リア。 

2.特殊兵器-- 

特定の敵を破壊しだあとに放出されるエネルギーカフセルを取ると15個ごとに1種讀の特殊兵器 

が装備されます。 • 

⑴単独フレイ（1Pまだは2P交代フレイ）時の兵器 

1 HAWK WIND 地形に各って動く 2方向ミサイル。 

2 METEOLASER 
ii広のレーザービーム。アステ□イド蟲Sが奇iとなるi二の萁 

3 SCREW LASER 幅広のレーザービーし0 

4 HOMING MISSILE を-!®にサイル。 

がつたいじ そうちやくかのう ぶき 

(2)合体時のみ装着可能な武器 

5 TWIN SHOT 
2本同時発射が可能なレーザービーム。 

“ノーマルビーム”を装備している場合に選択可能。 

6 TRIPLE SHOT 
3笨Siiiがなレ_ザービーム。 

“ツインショット”を装備している場合に選択可能。 

7 ARMING^BALL 
iii±がさ96¥芳_を鐘ィ1でさる滅8聂ェネルギー4i。 

“ uッブルレーザー”を装備している場合に選択可能。 



(注意)合体時の特殊武器装備のウエボンサインは、それぞれ「NORMALj—「TWIN SHOT」 

—「TRIPLE SHOT」、「RIPPLE LASER」「ARMING 巳ALL」のIIで姜イ匕し 

ます。 

従って、_ぇば「TWIN SHOT」を装備する場合、まず「NORMAL」を南らなければ 

なりません。 

3.アイテム- 

宇宙空間に隠されだアイテムを取ることで、取っだ時から一定時間の卩41こ限って、次のよろな 

特殊効果が得られます。（TRAMPLE MISSILEは、いつでも使_可） 

(1)通常フレイ時に出現するアイテム 

1 SCROLL STOP 画面スクロールを停止。 

2 OPTION HOLD オプションの位置を固定するフォーメーション攻撃が可能。 

3 SPARK LIGHT ダークゾーンiXi、崮iiとしてのSiを梟だす。 

4 traI\^le5[\^レSIE 

アイテム1個取ると1発装備され、ショットを押すと発射する。ア 

イテムを取つだ数だけ保存される。破壊力は超強力で通常のミサ 

イルの約10〜16倍。弾道は直線である。 

5 OPTION CHAIN 
フレイヤー1と2のiに、ォプションか'_議_に1ぶ。zaSb!フ 

レイの時のみ出現。 

(2)2P同時フレイ時のアイテム 

①2P同時フレイ時にはさらに次の合体可能アイテムが出現します。 
じき てんめつちゆう いつていじかんがつたいかのう 

自機が点滅中の一定時間合体可能となる。 

アイテムを取つだ方が/\°イ□ットとなり操縦を担当し、他方が副操縦士と 

なつて攻撃（シヨット）を担当する。 

バワーアップはIP、2P別系統であるが合体中のバワーアップはIP、2Pの 

パワーァ、ソフ眹_の吊でiiのiみ含ゎせがii諮にIMされ、iiされ 

_  _る。エネルギーアイテムはバイ□ット—副操縦士の順に取得する。_ 

©二是备簡のI、§法串にiMiか、Aつ、.i薛にS法をします。 

②合体中に敵や敵の弾にあだると、アウトにはならすに、合体のみ解除となります。 



w 

せんりゃく そうさ 

戦略モードの操作 

「シード1Jーク作戦」の指令に基づいて作戦行動を進めてゆ<上において、最も重要な判断を要 

する部分に、オペレーション3 (ステージ3〜5)があります。 

ここでの戦闘は、基本的には、敵の艦隊配備が一番進みつつあるステージから先に撃退してゆき 

ます。の艦隊配備が少ない（難易度が低い、簡単な）ステージから先に進むとその間に艦隊配 

備の進んでいだステージが最強難度となり、撃退するのが困難となって<るからです。 

ステージのは、设苄のよろに得います。 

① ステージ2が終了すると、ナビゲーション•コンピュータ“ALEX”のレーダー反応が画面の下 

にあらわれます（下図）。 

② ます織篁の、i織の駘i織を麁ます。力-ソルキ-(Effi)を蓮って、i■の►街 

を移動させると、レーザー反応が画面に表示されます。 

③ 選択できる惑星すベての状況を確認し、進むべき惑星（ステージ）を決めます。力ーソルキー 

(5111])で►印を移動させ、IスペースIキーを押すと次のステージが決まります。 

④ iむステージの決定は、一定時間以内に行なってください。画面に表示されているTIMEが“0000” 

になるまでにステージを決定しないと、“ALEX”が自動的にステージを選択します。 

⑮オペレーション3で一度クUアレだステージは、レーダー反応には現われません。まだ、再びス 

テージの選択もできません。 

◎オペレーション3は全部で3つのステージから構成されています。従って2つのステージをクリア 

すると、残った一つのステージは、自動的に選択されます。 

」L わくせいせんたく 

-惑星選択カーソル 
はんのう てきかんたいはいびじようきよう 

レーダー反応（敵艦隊配備状況) 





ほのお よ げん がくじゅつけんきゅうけつ かほうこく しょ 

「炎の予雷」学術研究結果報告書 
惑星ヴラディウス帝国宇宙考古学研究所 

所長ヴァン=イアンド□ス=フレーU— 
そうかつ 

1.総括 

宇宙歴6582年、古代ラティス文明の巨大遗跡である□—ギヤヌ地下遣跡から、古代ラテ 

ィス文字を刻み込んだコバルト=ニッケル系特殊金属片が_見されだ。当時、大きな話題 

とはならなかつたが、同6652年に、別のラテイス惑星系のkか5も同様の、こんどは石片 

に刻まれたラテイス文字が発見されるにおよんで、これらのラティス文字で書かれだ“書”の 

研究が開始されだ。 

その後の研究で、これは惑星ラティスに古代より言い伝えられる「炎の予言」ではない 

か、といラ仮説がだてられだ。 

そしてそれは、古代ラティス文明のU—クバワーの使い手だちが1億年の未来にむけて放 

つだ、まだ見ぬ子孫だちペのメッセージであつだのだ。 

かいめいじようきよう 

2.解明状況 

現在までに存在が明らかになっている「炎の予言」は、次に示す2篇のみである。 
ほのお よげんじよしよう 

•「炎の予言」序章 
ほのお よげん だいいっしよう 

•「炎の予言」第一章 

この2点はそれぞれ異なる惑星の地下遛跡内で発見された。予言は不変質金属フレートおよ 

び石片上に刻印されており、非常に良好な状-で発見されだ。まだ、文字は古代ラテイス 

文字によって書かれているだめ、解読には専用の図形変換機能を持っだコンピュータが必 

要となった。（古代ラテイス文字解読のだめのフ□グラムは、ナビゲーシヨン•コンピュー 

夕“ALEX”に組み込まれている。） 
げんざい ほのお よげん なぞ ぜんぼうかいめい ていし あら ほのお よげん 

現在「炎の予言jの謎の全貌解明が停止しているのは、ひとえに新だな「炎の予言」の 
はっけんお < じよしようよ かぎ じよしよういがいすく しようっく 

発見が遅れているためである。「序章」を読む限り、「序章」以外に少な<とも6つの章が作 

られたことが明白である。残る5つの「炎の予言」の発見が急がれる。 

(私的な見解であるが、週去に発見された2点の「炎の予言jが古代ラテイス文明の地下逢 

跡か5発見されだことを考えると、未発見の「炎の予言」もどこか、我々が_見していな 

い地下遺跡に眠っているのではないか、と推測できる。） 

ほのお よげん じよしよう 

3.「炎の予言•序章」 

われらは赤き太陽の永遠に沈みし時からやがて滅びゆ<運命と知りしものなり。 

われらはわれらの子孫を救うだめわれらの見うる来だるべき世界の予言を行ラ 

ものなり。われらは六つの章にわだり未来の災いをここに炎の予言として書 

きiす0 



分析結果：米撃にも1らの運命を予言してしまった吉筏ラティスズだちは、次に栄える茭 

明に対し、平和を得るだめのメッセージを書き残しだ。 

「赤き太陽の永遠に沈みし時」とあるのは、古代太陽の消滅の時を指すものと 

考えられている。 

はのお よげん だいいつしよう 

4.「炎の予言•第一章」 

干光年の彼方より炎の海に生まれ棲む巨大な悪魔が目覚めし時狂気のフォースが 
せま き てんち やみの ひかり う くだ 

迫り来て天地は闇に呑まれやがて光は打ち砕ける。 
あくま いつ め みとり あくま う ふた わさわ あやつ 

悪魔は五つの目をもつ緑の悪魔として生まれかわり二つの災いを操る。 

分析結果：沙羅曼蛇軍の惑星ラティス侵略を予言しだものだと考えられている。「五つの目 

をもつ緑の悪魔」とは、現在のところ決定的な解釈はないが、ヴエノ乙を指す 

と解釈するのが妥当であろ〇。この事から、「炎の予言」が惑星ヴラディウスで 

起こったヴエノム事件をも予言していることが推測できる。 

だんべんしりよう 

5.断片資料 

「炎の予言」の「章」と呼ばれる完成品のものとは別に、断片的なレトUツクが発見され 

ている。これらの多<は「炎の予言」の草稿にあだるものと推測されており「炎の予言」 

の「章」に匹敵する価値が含まれていると考察できる。 

⑴『巨大な玉』 

この言葉は「序章」発掘時に同時に発見されだ石片に残されていだものである。分析 

の結果、沙羅曼蛇軍のサイバネティツクコントローラ•アウターUミツツに、ほぼ間違 

いないことが判明しだ。 

(2) 『迫り来る巨:^な壁』 

最新の1Jークレーザー透視装置による観測結果をまとめると、沙羅曼蛇軍は、惑星ラ 

ウィニア中心部に超巨大な防御壁を建造中であるよ^)だ。今まで「迫り来る巨大な壁」 

と言う言葉にあてはめる事項がなかっだだけに、この言葉が、防御壁を指すと推測する。 

(3) 『地よりあらわれいでし巨大な悪魔』 

未だ解明に至っていない記述である。可能性としては、沙羅曼蛇軍が超大型戦艦を‘ 

備しだことか'考えられる。「地より」といろ言葉は岩石地帯の多い惑星アイネアスを指す 

ちのなのだろ〇か…。 

(4) 『クIJスタル永遠のクUスタル…』 

詩の一部であると考えられている。「クリスタル」という文字は刻印に特殊なコーティ 

ングが施されており、非常に重要なアイテムとして位置付け5れているのではないか。 

リー01 \°ワーをしのぐ強力な/ \°ワーを生み出すアイテムであると断定する科学者もいる。 



とうじようじんぶつ 

登場人物 

【イギー• □ック】 

惑-グラディウス宇宙空軍アカデミー所属、 

超時空ファイターバイ□ット。宇宙科学理論 

研究の主要メンバーで、星間移動航法理論を 

マスターしている。 
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【ゾウィー•スコット】 
惑星グラディウス宇^軍アカデミー所属、 

超時空ファイターバイ□ット。地質考古学の 

秀才で、古代ラテイス文明'の研究メンバーで 

ちある。 

【ラーズ18世】 
元「メタUオンjバイ□ットとして反逆者 

ヴェノムを滅ぼした戦士ジェイムス=バート 

ンその人である。ヴエノ△事件の終わつだ6667 

年、全グラディウス国民の支持を得て、_18 

代皇帝•ラーズ18世に即位しだ。以来、戦乱 

にもまれることなく、惑星グラディウスを繁 

栄に導いてきだ。6671年、バクテijアンの精 

銳部隊「沙羅曼蛇軍」のラティス侵略の野望 

を打ち砕<だめ、「シード1」ーク作戦」の指揮 

をとる。 



【スラツシヤー】 
懸篁ヴラディウス宇宙空軍が_る最新銳超時空ファイター。 

究極のU—クノ \。ワー活用を得い、あらゆる物質からのエネルギー(匕を可能にしている。 

まだ、超高性能ナビゲーシヨン_コンピュータとの会話により、より高度で1」アルタイムな 
じようきようはんだん おこな 

状況判断が行える。 

【サーベルタイガー】 
スラッシャーと同じ<、惑星ヴラディウス宇宙空軍所属の最新銳超時空ファイター。 

性能はスラッシャーとほぼ同等。 

ナビゲーシヨン•コンピュータ“ALEX”を中核としだ同時作戦行動用に設計されている。 

スラッシャーのバートナー機。 

アレックス 

z4Bs ilラティスiffiにあたつスラッシャ 

—とサーベルタイガー両機を結ぶナビゲーシ 

ヨン•コンピュータ。あe>ゆるデータ分析に 

たけ、確実に作戦を成功させ得る能力を有す 

る。今回'の戦闘で“ALEX”の果たす役割り 

には際限がない。まだ、もう一つ特筆すべき 

は古代ラティス文字の解析機能を搭載してい 
したが はのお よげん ば 

ることである。従って、「炎の予言」をその場 

で解読することもできる。 



てきこうげきかんたい 

敵攻撃艦隊 

有機イオン砲台 

セルテイツクフ□スト(CELTIC FROST) 
ひようじゆんしようかいき 

標準哨戒機 

ミツシングリンク（MISSING LINK) 
ゆうげきていさつき 

遊撃偵察機 

ニュークリア•アソート 
(NUCLEAR ASSAULT) 
たいとつげいげきがたせんとうき 

対突迎撃型戦闘機 

MC5 

ノ Xイオウエボン 

デスハンド（DEATH HAND) 

プラズマパワー宇宙触手 

M.O.D. 

プラズマ抗体 

ポッゼスド（POSSESED) 
そうきけいかいき 

早期警戒機 

バスター（BUSTER) 
はつせいほうだい 

MOD発生砲台 

牙プロミネンス 
しこうがたとくしゆこうしつさいぼうたい 

思考型特殊硬質細胞体 



分身型浮遊爆雷 U—バーメサイア（LEPER MESSIAH) 

スクランブル爆雷 

バイス（VICE) 

対空イオン台 

ジヤンカー（JUNKER) 

スクランブルハッチ 
じくうかんふゆうせき 

時空間浮遊石 
こうせいいどうばくらい 

鉱性移動爆雷 

キラー（KILLER) 

クレータ型スクランブル/ \ツチ 

ガンマ(GAMMA) 
せんりやくいどうへいき 

戦略移動兵器 

クラツシヤー（CRUSHER) 

対レーザー反射システム 



m 

オプションイーター（OPTION EATER) 

オプションエネルギー破壊用機雷 
ウィップラッシュ（WHIPLASH) 

ヴェクトルレーザー搭載爆撃機 

ヒーセン（HEATHEN) 
ちようこうそくいどうおおがたばくらい 

超高速移動大型爆雷 

レッドゼップ(LED ZEP) 

メカノイド動砲擊機 

レイジ（RAGE) 

ヴェクトルレーザー搭載哨戒機 

オーメン（〇MEN) 

ヴエクトルレーザー大型砲台 

アウトフィールド（〇UTFELD) 

メカノイド哨戒機 

パトラックス（巳ATTLEAX) 
ひようじゆんしようかいき 

標準哨戒機 



ノ\ザード•ボール（HAZARD BALL) 
せんめつはんしやばくらい 

全滅反射爆雷 

グレムリン 
(GREMLIN) 

歩行型#動砲□ボット ガンホー（GUNH〇) 

メカノイド主力戦闘機 

クU—ビングデス（CREEPING DEATH) 

スクランブル爆雷 

アベラント（ABERRANT) 
ゆうどうぞうしよぐさいぼう 

フラズフ誘導増殖細胞 

ポーザー（POSER) 

スクラシブルハッチ 

サッカー(SUCKER) 

(モアィ） 

バッテ |J— (BATTERY) 

ヴェクトルレーザー搭載遊撃機 

キューブライム(Q-PRIME) エヴゾダス（EXODUS) 
.ゆうどうきらい あくうかんゆうげきき 

誘導機雷 亜空間遊撃機 



てき ほ' かん 

敵母艦 

ゴーレム(GOREM) 
せんとうぼかん きよだいしよくしゆ きとうさい 

バイオ戦闘®艦。巨大触手2基搭載 

テトラン（TET〇RAN) 
サラマンダぐんだいいちせんとうぼかん 

沙羅曼蛇軍第一戦闘®艦。 
きよだいしよくしゆ きとうさい 

巨大触手4基搭載 

デッドエンド（DEADEND) 
サラマンダぐんきよだいせんとうかん 

沙羅曼蛇軍巨大戦闘©艦。 

イオンレーザー砲搭載 

セデューサ（SEDUCER) 
サラマンダぐんだいにせんとうぼかん 

沙羅曼蛇軍第二戦闞扭艦。 

RAGE発進カタバルト搭載 

巧，差麗一• • 





ばいたの たいおう 

「10倍楽しむカート1JツジJ対応について 
このゲームは、弊社の「10倍楽しむ力一トリッジ」と併用しだ-合、次のよろな制限があります。 

1. ゲーム中の「おだのしみ機能」は以下の機能が使用できます。 

① ポース機能 

② ス□—モーション機能 

◎コマ送り機能 

④ランキングモード（だだしフレイヤー1のみ） 

2. MODIF丫(変更）機能は「フレーや一数の変更」のみ使用できます。だだし、2人プレイの時は、 

フレイヤー1しか変更できません。フレイや一2も同時に変更する場合は次の操作が必要です。 

① 「ステージ数変更機能」を使用して「ステージ№=1」を設定する。 

② 「フレイや一数変更機能」を使用して希望するフレイヤー数を設定する。 

③ ゲームをスタートさせる。 

④ この機能では、プレイや一1もフレイや一2も同じフレイヤー数に設定されます。それぞれ異 

なる数には設定できません。 

3. 「ステージ数変更」機能は対J®していません。従って、正常動作は保証できません。 

万一使用しだ場合、次のよ^な現象が発-します。 

① ゲームがスIU—性をもっているだめ、「ステージ数変更jを行なうことによってスI'J 

一が壊され、最後までゲームが進行しない事がある。 

② ステージ3〜5を選択しだ場合、そのステージをクリアしだ後も〇—度同じステージを選択し、 

ク|Jアレないと、オペレーション4 (ステージ6)に進めない。 

②ゲームの途中で画面が停止する事がある。 

4. それ以外の機能は使用できません。特にディスクやテーフ、フリンタIS連の諸機能は一切使用 
できません。万一選択しだ_合は、その機能動作は保証されません。ご了解ねがいます。 

しん ばい たいおう 

「新〗0倍J対応について 
弊社の「新10倍力一卜1」ツジ」と併用した場合、以下の点にご注意<ださい。 

1. ディスクを使用する時は、ノ彳ソコンのRAM容量が32K/\イト以上必要です。 

(MSX2はすべて64KバイトのRAMが搭載されていますので、動作します） 

2. 「ステージ数変更」機能は、「ゲームを10倍楽しむカートUツジjと同様です。 

万一使用しだ場合、次のよろな現象が発生します。 

① ゲームがストーリー性をもっているだめ、「ステージ数変更」を行なうことによってストーリ 

一が壊され、最後までゲームが進行しない事か'ある。 

② ステージ3〜5を選択した場合、そのステージをクりアレた後もろ一度同じステージを選択し、 

ク1Jアレないと、オペレーション4 (ステージ6)に進めない。 

③ ゲームの途中で画面が停止する事がある。 

3.SRAM/彳ツクアツフ機能は使用できません。 



しようじよう ちゅうい 

使用上の注籯 
1. 「沙羅曼蛇」はRAM16Kバイト以上のバソコンで動作するだめ、カシオPV7 (RAM 

容量8Kバイト）単体では使用できません。専用の拡張ス□ットボックスを使用して< 

ださい。 

2. カシオMX101、MX10、サンヨーMPC-1、MPC-25FD、日立MB-H3等はPSGと 

SCCの音のパランスか'悪<なります。ゲームの進行には影響はありません。 

3. ご使用になるバソコンとTVモニターの組み合わせにより、音の大きさに多少の変化が 

でる合か'ありますが、カート1Jッジの故障ではありません。お手数ですが、TVモニ 

ターの音量を調節してご使用<ださい。 

お願い 
1. 落丁 •乱丁を除き、この取扱説明書の再発行はいだしません。 

2. この製品は、MSXおよびMSX2規格のパーソナルコンビユータに共通してご使用 

いだだけます。 

3. カートUツジを着脱する時は必す本体電源を〇FFにして < ださい。 

4. 精密機器ですから絶対分解しないで < ださい。 

5. 長時間にわたりゲームをする時は、1時間ごとに10〜20分の休憩をしましよう。 

6. この商品はコナ5工業株式会社が開発した才1 Jジナル作品です。当社の許可な<、 

映像、音響、フ□グラム、印刷物などの、全部まだは一部を複製することを禁じ 

ます。 

7. この作品のゲーム進行や内容に関する質問には一切お答えできません。 

8. この製品をお買い上げのみなさまに「オリジナルテレホンカード」を進呈してお 

りますが、この「テレホンカード」は商品の構成品ではなくサービス品です。 

従って「テレホンカード」に関する、問い合わせ、交換、買い上げ等は、一切行っ 

てお10ません。 

9. 商品は_蠹に禊！％し、万全を期して出荷しておりますが、万一お気づきの点がご 

ざいました「へ下Wの「コナミ株式会社営業部* MSX係」にご連絡<ださい。 

関東地区：1101中•捕f代田区神田神保町3-25 TEL 03-264-5678 

関西地区：〒561大队W裨屮山11内宝町1-1-5 TEL 06-334-0335 

なお、商品*!10屬くWに必す電18等でご遍絡下さるようお願い致します。 



... 
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コナミ株式会社 
〒101東京都千代田区神田神保町3丁目25 TEL.03-264-5678(代) 
〒561大阪府豊中市庄内宝町1丁目1_5 TEし06-334-0335(代 


